
                                   令和 2年 7 月 13 日 

保護者の皆様 

 

 

 

 

        ベルマークを集めましょう          

使用済みカートリッジを回収します 
 

日頃より PTA 活動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

今年度も引き続き、ベルマーク及び使用済みカートリッジ・トナーカートリッジの 

回収を行います。ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 
 

〈ベルマーク回収のご案内〉 
 年間を通し回収いたします。（12 月に集計作業を予定） 

 各教室内に回収箱を設置してありますので、お子さまに持たせて下さい。 

 ベルマーク回収の詳細・対象商品などは、ベルマーク一覧表をご確認下さい。 
 

  〈カートリッジ回収のご案内〉 
 カートリッジにはベルマークがついていませんが、ベルマーク活動の一環として点数が 

加算されます。（インクカートリッジ：5点／トナーカートリッジ：50 点） 

 破損してインクが飛び散ることがありますので、お子さまには持たせずに、 

保護者の方がご持参下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この機会に是非ご家庭内にある使用済みカートリッジをお持ち下さい。 

 

カートリッジ＆ベルマークの回収箱は 

①けやきが丘住宅管理事務所、②みずきが丘住宅管理事務所 

上記 2か所にも常設していますので、そちらもご利用下さい。 

 

次回の校内回収は未定です 
 

次回以降のカートリッジ回収のご案内は 

メール配信にてお知らせいたします。 

 

ご協力よろしくお願いいたします。 

横浜市立荏田東第一小学校 
P T A 役 員 会 

学 校 長       山口 紀美江 

ベルマーク担当 草刈 / 熊倉       

 

 

1.日 時： 7 月 16 日(木)～7 月 22 日(水) （個人面談期間） 

2.回収場所： 昇降口（レンガ広場側） 回収ボックス配置 

3.回収内容： 使用済みカートリッジ 
（キャノン・エプソン・ブラザー ただし、すべて純正品に限ります） 



 

≪ベルマークについて≫ 

 
   

〈ベルマークの使途について〉 
本校では昨年度に引き続き、集まった点数を積み立てて、『和太鼓』（218,000 円＋税）の購入

を目指しております。現在、学校にある和太鼓は 1 台です。スポーツフェスタで赤組・白組と

それぞれ 1台ずつ和太鼓を使えるよう、ベルマークの回収にご協力をお願いいたします。 

 

   

〈令和元年度のベルマーク集計〉 
令和元年度のベルマークの点数合計金額は 25,283 円でした。 

ベルマーク預金残高は2020/6/9時点で191,586円になりました。 

また、現在までのウェブベルマークの合計は 7,094 点です。 

総計は 198,680 点となっており、目標の和太鼓まで 

あと少しです！ありがとうございます。 

引き続きベルマーク活動にご協力をお願い致します。 

 

≪ウェブベルマークについて≫   
 

『ウェブベルマークとは、ネットショッピングの広告費を利用する、新しいベルマーク運動の

形です。ウェブベルマークサイトを経由してから、各ショップの商品やサ－ビスを利用するだ

けで、自己負担金なく支援金を生み出すことができます。集められた支援金は、ウェブベルマ

ーク協会からベルマーク教育助成財団を通じて、被災校をはじめ、全国の学校支援に活用され

ます。』 

 

◎「支援する学校の登録」について 

検索サイトより『ウェブベルマーク 登録』と入力し、ウェブベルマークの会員登録ページへ。 

 

マイページ登録にて「登録アドレス」を入力し、登録アドレスに 

ウェブベルマーク協会運営事務局よりメールが届くので会員登録を進めてください。 

支援する学校の登録をおこないます。 

都道府県名「神奈川県」／ 

市区町村「横浜市都筑区」／ 

学校種別「小学校」を選択していただき、 

  次に「検索」画面から「荏田東第一小学校」を選択してください。 

 

   
＊ネットショッピング前に「ちょい寄り」するだけで、荏田東第一小学校のベルマーク預金に

点数を自動加算でき、同時に東北被災校の支援もできる社会貢献運動。 

支援金はユーザーの利用に応じてのネットショップの負担です。 

お買い物でユーザーが獲得するポイントの負担はありませんので、 

安心してご利用ください。 







横浜市立荏田東第一小学校
新・ベルマークのご協力お願い



ウェブベルマーク 利用可能ショップ一覧（カテゴリー別） 2020年6月時点

旅行 ベビー・キッズ・おもちゃ 通信教育

楽天トラベル じゃらん IHG・ANAホテルズ アゴダ エアトリ アカチャンホンポ タカラトミー たまひよショップ 進研ゼミ

エクスペディア 近畿日本ツーリスト クラブツーリズム 海外 クラブツーリズム 国内 クラブツーリズム バス トイザらス ナルミヤオンライン Z会

グルメ インテリアほか

Surprice JTB 海外航空券 JTB 海外ツアー予約 JTB 国内旅行 じゃらんパック オズモール ぐるなび ベルーナ テレビ朝日通販

じゃらんレンタカー ジャルパック 海外 ジャルパック 国内 スカイチケット ニッポンレンタカー 楽天デリバリー ロフトネットストア

会員登録 教職員向け

日本旅行 Hotels.com マイナビトラベル Yahoo!トラベル リラックス U-NEXT 楽天インサイト 楽天カード ウチダス

るるぶトラベル 楽天レシピ 楽天マガジン スマートスクール

本・CD・DVD 家電・パソコン・カメラ オークション

ebook 紀伊国屋書店 セブンネット タワーレコード カメラのキタムラ サンワダイレクト GMOとくとくBB ソネット ブランディア

フラワーギフト

TSUTAYA BOOK☆WALKER BookLive! honto デル ノジマ パナソニック ツクモ シャディ

honto 新規購入 楽天ブックス レンタ ヤマダ 楽天ビック レノボ ワイモバイル

ファッション ライフサポート 教材申込

アイルミネ GLADD ザ・スーツカンパニー 集英社 ハッピープラス 朝日新聞デジタル 朝日小学生新聞 朝日中高生新聞 スカパー スマホ教室開催支援

NYオンライン ワールド さとふる ふるなび ラクスル 楽天ブロードバンド リクナビ派遣

趣味・スポーツ 美容・健康・コスメ 総合通販・百貨店

ALBA.Net eSPORTS イオンバイク 味の素 イヴ・サンローラン カナデル 楽天市場 Yahoo!ショッピング アスクル

ヴィクトリアゴルフ エーグル エディー バウアー コスメデネット ザ・ボディショップ シュウ ウエムラ ベルメゾン アイリスオーヤマ

L.L.Bean エルブレス クロックス 爽快ドラッグ DHCオンライン DUO イオンショップ ヨーカドー 通販 エールマーケット

ゴルフダイジェストオンラ
イン

ゴルフパートナー G-FOOT ファンケル フラコラ HPビューティ オフィスデポ セシール 大丸松坂屋

じゃらん 遊び じゃらん ゴルフ スーパースポーツ ゼビ
オ

マツモトキヨシ ヨヤクスリ 楽天ビューティ 高島屋 ディノス ニッセン

SPORTS AUTHORITY テーラーメイド 二木ゴルフ ワタシプラス 日本直販 au PAY マーケット

利用可能ショップは、予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

パタゴニア プーマ 楽天GORA ランズエンド
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